
 
令和２年度 事業計画書（案） 

 
 

                           社会福祉法人 慈光会  
 

１ 基本方針 
    
   福岡県内においては、少子高齢化が進展する中、認知症を始め、医療、介護を必要

とする高齢者や高齢者世帯の増加に伴い、適切かつ総合的に保健、医療・介護・福祉

サービスを提供できる体制づくりを進めていくとともに、地域のあらゆる住民が役割

を持ち、誰もがかけがえのない存在として尊重され、支え合いながら共に地域をつく

る「地域共生社会」の実現を進めていく必要がある。 
また、社会福祉法人においては、地域の様々な福祉ニーズに応える活動の充実に老人

福祉施設の専門性を活かし積極的に取り組むとともに、近年頻発している大規模災害に

対して、施設間及び法人間での支援体制構築に向けて、積極的に取り組んでいかなけれ

ばならない。 
   このような中、老人福祉施設は、社会福祉法人・施設の社会的な意義・役割を踏ま

え、これまで築き上げてきた専門性と社会福祉事業という高い公共性を堅持しながら、 
  県をはじめとする行政機関、関係機関と密に連携し、しっかりとした経営基盤の構築

と施設運営の適正化、質の高いサービス提供に努めなければならない。 
   そこで本年度は、地域福祉の拠点としての社会福祉法人（施設）の使命を果たすた

め、県老施協等との連携のもと適正な施設経営に努め、以下の事業に積極的に取り組

む。 
 
２ 重点事項 

(1) 職員一人一人が全ての利用者様に対し、上質・同質のサービスが提供できるよ

う、処遇・技術の向上を図り、また、そのための研修を行う。 
(2) 施設内外の環境整備等を行い、生活の場として居心地の良い環境を作る。 
(3) 地域行事への参加、地域住民との交流を行うことにより、地域公益活動の積極

的な取り組みの普及・啓発に努める。 
(4) 行政との連携を図り、地元の活性化に貢献する。 
(5) 介護職員等の人材確保への取り組みの強化を行う。 
(6) 感染症発生防止対策、蔓延防止対策を徹底する。 
(7) 介護事故発生、再発防止のための措置を強化する。 
(8) 利用者様の尊厳を守ることを目的とした各実行委員会を運営する。 

 
３ 理事会の開催 

(1) 第１回理事会 （５月下句）   令和元年度 事業報告、決算の承認 
                  評議員の選任について 
(2)  第２回理事会（１２月上句）    令和２年度第一次補正予算（案） 
(3) 第３回理事会（令和３年３月）  令和３年度事業計画（案）の審議 

各事業の予算（案） 
                                      

４ 評議員会の開催 
(1) 第１回評議員会（６月中句）   令和元年度 事業報告、決算の承認 

評議員の選任について 
 



 
(2) 第２回評議員会（１２月中句）   令和２年度第一次補正予算（案） 
(3)  第３回評議員会（令和３年３月）  令和３年度事業計画（案）の審議 

令和３年度 各事業の予算（案） 
 
 ５ 監事会の開催 

(1) 第１回監事会 （５月中句）    令和元年度 事業報告、決算の監査 
 
６ 事業運営 

        地域社会の介護サービスに対する需要に応えるため以下の事業を運営する。 
第一種社会福祉事業 

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム愛寿園） 
 

第二種社会福祉事業 
(1)  短期入所生活介護（愛寿園ショートステイ） 
(2) 居宅介護等事業 
(3) 認知症対応型共同生活介護（グループホーム幸） 

 
７ 利用者処遇 

   基本方針 
     利用者の人権尊重と自立支援を念頭に置き、利用者と家族に対して施設サービス

計画書の説明を十分に行い、利用者様が安心して生活できるよう安全で良質な質の

高い介護サービスを提供し、地域住民との連携を密にし、信頼される開かれた施設

を目指す。 
 

(1） 日常生活サービス 
(1) 日常生活全般の介護及び援助 
(2) 入浴、食事、排泄等必要な介護の提供 
(3) 排泄用品、寝具の提供及び洗濯等の衛生的管理 
(4) 日常生活での離床促進 
(5) 季節感のある行事等の提供 
(6) 個別希望の受け入れと対応 
(7) 通院、外出の援助 

(2)  機能訓練 
(1) 機能維持に向けた訓練の実施 
(2) 日常生活自立に向けた訓練計画の作成及び実施 
(3) エアーマット，車イスの点検管理、体位交換用具の管理 

(3） 食事 
(1) 美味しく楽しい食事の提供と季節感のある食事の提供 
(2) 身体機能に応じた食事及び食事用具の提供 
(3) 口腔内の清潔を保つ 
(4) 食中毒の予防 
(5) 嗜好調査の実施と活用 
(6) 食事環境の管理と整備 
(7) 食前の検食の実施の撤定 
(8) 選択食実施の取り組み 
(9) 栄養ケア計画・経口維持計画を作成し、生活機能の維持・改善を目指す 
 
 



 
 
(4)  医療 

(1) 疾病の予防、早期発見、早期治療 
(2) 健康チエックの充実 
(3) 施設内感染防止・蔓延防止対策の徹底 
(4) 衛生活動の徹底 
(5) 受診、通院の計画 
(6) インフルエンザワクチン接種 
(7) 他職種との連携の元に緊急対応や医療教育の徹底 
(8) 褥蒼防止に向けた取り組みの強化 
(9) ターミナルケアの充実 

(5)  ボランティアの受け入れ 
(1) 定期ボランティアの受け入れ 
(2) 地域の園児、児童、生徒及び学生等のボランティア育成、交流 
(3) 地域ボランティアとの交流会 
 

８ 研修 
(1) 日常業務を通じての研修、管理監督者、上司、他部門の専門職により指導、教 
育を行う。 

(2) 職場内研修の必要がある場合には、専門職の指導又は外部より講師を招き研修

会を行う。 
(3) 下記、職場外研修会に参加することを通じて、より幅広い知識、技術の習得を

目指す。 
(4)  

       ア 施設長研修       ィ 生活相談員研修 
ウ 介護職員研修      エ 看護職員研修 
オ 栄養士研修       カ 中堅職員研修 
キ グループホーム職員研修  

 
９ 関連研修 

（１）九州ブロック関係 
 

   ア 九社連老人福祉施設協議会 施設職員研究大会          未定 
      
   イ 九社連老人福祉施設協議会 施設長研修会            未定 
      
   
（２）全国関係 

 
ア 全国老人福祉施設大会（施設長大会）              未定 

 
イ 全国老人福祉施設研究会議（職員研究大会）           未定 

 
   ウ その他 
     福岡県社会福祉大会                      未定 
       
 
 



 
１０ 施設内研修・各種対策委員会年間計画表 

（委員会内容）          （研修内容） 
４月 身体拘束排除委員会 虐待防止について 
５月 相談・苦情対策委員会 身体拘束について 
６月 感染症・褥蒼対策委員会 身体拘束・感染症、褥蒼について 
７月 身体拘束排除委員会 事故・緊急時について 
８月 相談・苦情対策委員会 々 
９月 事故発生防止委員会 個人情報保護について 

１０月 感染症・褥蒼対策委員会 々 
１１月 身体拘束排除委員会 事故発生防止について 
１２月 相談・苦情対策委員会 事故発生防止・感染症、褥蒼について 
１月 感染症・褥蒼対策委員会 認知症について 
２月 身体拘束排除委員会 々 
３月 事故発生防止委員会 虐待防止について 

 
１１ 環境美化及び施設整備 

(1)  医療法人から購入の土地・建物の有効活用 
 (2) 利用者身辺の整理整頓 
(3) 施設利用者の心地良い生活環境づくりの徹底 
(4) 施設内の防臭対策の徹底 
(5) 施設内外定期清掃の企画と実施 
(6) 施設設備の整備、修繕の実施 
(7)  施設及び備品の破損等への早期対応の徹底 
 

１２ 苦情解決への取り組み 
(1) 苦情処理体制の整備・充実を行う 
(2) 苦情の際には速やかに必要に応じた対応を行い利用者様の満足を損なわない

よう対応する 
(3) 苦情内容及び苦情解決結果等を苦情の有無を含めて、定期的に第三者委員に

報告する。 
 

１３ 個人情報保護、情報開示への取り組み 
(1) 個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の保護に努める 
(2) 個人情報の利用目的を特定し、公正かつ適切に取り扱う 
(3) 決算報告・事業報告、日々の活動等を公表するよう努める 

 
１４ 防災計画 

(1) 非常食・緊急用食料・懐中電灯、ラジオ等の常備、施設内外の危険箇所の把

握、点検、改善等の防災対策を徹底する 
(2) 施設の防災設備が円滑に機能するように、点検、整備を常に励行し、災害等

の被害が拡大しないように努める 
(3) 火災、地震等の災害が発生した場合、利用者様の安全確保に迅速に対応でき

るよう、年２回の防災訓練を実施する 
 



 
 
１５ 行事予定 
 

   月 行 事 と そ の 内 容 常設行事 

４月 開園記念日・お花見・御法話 誕 生 会 

５月 藤見。菖蒲観賞。神幸祭・母の日・御法話 誕 生 会 

６月 あじさい観賞・芋ほり・父の日・御法話 誕 生 会 

７月 七夕祭・ショピング・御法話 誕 生 会 

８月 物故者初盆会・花火大会・ソーメン流し・御法話 誕 生 会 

９月 ぶどう狩・敬老会・御法話 誕 生 会 

１０月 コスモス観賞・運動会・筑豊地区交歓大会・御法話 誕 生 会 

１１月 文化祭・もみじ狩・御法話 誕 生 会 

１２月 シヨッピング・クリスマス会・もちつき大会・御法話 誕 生 会 

１月 元旦・鏡開き・御法話 誕 生 会 

２月 節分・御法話 誕 生 会 

３月 ひな祭・梅観賞・シヨッピング・御法話 誕 生 会 
 

(1) クラブ活動 
   民謡（第１木曜日）音楽療法（第４木曜日）園芸・カラオケ・手芸・書道 

 
１６ 職員の福利厚生 

(1) 各種社会保険への加入 
(2) 定期健康診断の実施 
(3) 職員互助会（結婚・出産等慶事の祝金支給、見舞金、弔慰金の支給） 
(4) 永年勤続表彰及び祝金を支給 
(5) 各種行事終了後の職員間の慰労等への経済的援助 
(6) その他、職員の要望を採り入れ福利厚生を充実させ、職員の勤労意欲の向 

上を図る  
 
１７ 資金計画 

別紙収支予算書のとおり 
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